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平成の終わりに新しい時代への変化を少しずつ感じています。

人口減少や財政難という国の長期的課題は、これ以上先延ばしが困難であるように思います。

人材難で夜間営業を中止する産業も見られます。働き方改革の波も医療人にとっても例外で

はなくなり、365日身を粉にして働くことが必ずしも美徳ではなく、国からの指導が病院に

も行われるようにもなりました。

見通しが暗いようにも聞こえますが、必ずしもそうではないと思います。諸外国との交流

で感じることは、「日本が少子高齢社会をどのように乗り越えていくのか」、海外は興味深

く見つめているということです。発展著しいASEAN諸国も来るべき高齢化についてはすで

に議論を始めています。日本には未来社会のお手本になれるチャンスがあるのです。

当院が地域に向き合い、地域の課題を、地域の皆様とともに解決していくことが、世界の

お手本にもなりえます。手本になれるように努力する義務があるのだと感じています。その

ような心意気が、よりよいスタッフを迎え、育て、ひいては地域社会に貢献できる活力を病

院にもたらすと考えています。

変転する世において、常に変わらないものは「人を大切に思う心」です。限られた人的物

的資源と時間を最大限に活かす智慧が病院運営にもますます求められています。職員を大切

に思い、患者さんや家族、そして地域を大切に思う心を、一つずつ形にしてまいりたいと思

います。

院長 本田 宜久
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頴田地区 買い物ワゴン 乗車体験
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現在、頴田病院では、アメリカのピッツバーグ大学メディカルセンターとの交流から学んだ
『COPC活動』を行っています。これは頴田地区に住んでいる75歳以上の独居の方たちが、生活
をしていく上で何に困っているのかを調査し、地域の各団体が実施している活動（頴田産業まつ
りや高齢者会食会、ファミリーサポート事業 等）に介入し、頴田病院が出来ることを見つけ実行
していく活動です。
活動後も本当に高齢者の方たちが抱えた問題が解決されたのかを確認し、次の取り組みに繋げ

ていきます。

乗車した日は、試験日初日でしたが、10人乗りのワゴン車がほぼ満員で、利用者からは「買い
物に行きたいけれど送迎をしてくれる人が近くにいないからこのワゴン車はとても便利ですね」
という声もあり、想像以上に必要とする人がいることを肌で感じました。
頴田まちづくり協議会によると、今後は川食 鯰田店だけでなく、様々な場所に行けるよう計画

中だそうです。乗車体験を踏まえ、頴田病院が地域に何ができるのかをさらに考えていきたいと
思います。 事務部 平川 富実也

「自分で買い物に行きたい」と
いう声に応え、頴田まちづくり協
議会が試験的に開始した『頴田地
区 買い物ワゴン』

頴田病院がCOPC活動として出
来ることを探すため、今回はこの
『頴田地区 買い物ワゴン』に乗車
してみました。

『頴田地区買い物ワゴ
ン』の時刻表に記載され
ている停留所に向かいま
した。
今回は『頴田支所』から
乗車しました。
※頴田地区内を6台のワゴン車が
運行しています

【実際に乗ってみました】

所定の時間になると停留
所にワゴン車が到着しま
した。

★料金は無料です
★頴田地区の人であれば
誰でも使えます

決められた停留所を周り、
今回の目的地『川食鯰
田店』に到着しました。
ここで45分ほど買い物
を楽しみました。
※この日、川食 鯰田店は和菓子
の日だったので、おはぎを購入
しました

買い物を終え、ワゴン車
に乗車し、元の乗車場所
まで送ってくれました。

乗車体験を終えて

①

②

③

④



ユニフォームを一新しました！
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【看護助手】
男女統一の色（ターコイズブ
ルー）になりました。

【看護師：男性】
ベースが白になり、ロイヤル
ブルーの一本線が付きました。

【看護師：女性】
Vネックにピンクの縁取りの
襟が付きました。

018年12月1日より、看護師・看護助手の制服を一新しました。
012年の新棟完成を機にユニフォームを変えてから6年ぶりのリニューアル

となりました。特に、男性看護師は、紺から白に、看護助手はえんじ色（女性）
と青（男性）から男女共通のターコイズブルーへと見た目が大きく変わりました。
ご来院の際のお困りごとは、
① キュートなピンクの襟元の女性看護師
② 英国紳士のようなロイヤルブルーのポケットがアクセントの男性看護師
③ ハワイの海を思わせるターコイズブルーの看護助手
にお声かけください。 事務部 田中 雄一郎

2

①
看護師（女性）

②
看護師（男性）

③
看護助手

①

②

③



医療法人博愛会 頴田病院 We Deliver The Best   2019年1月15日発行

年男年女のご紹介

入社してもうすぐ三年とな
ります。
入社当時、右も左も分から
ない自分を指導していただ
き、ありがとうございます。
再来年は介護福祉士の試験
を受けるので、勉強と仕事
を両立しながらがんばりま
す。

看護助手
西川 政太朗
平成7年生まれ

薬剤師
白石 由加
昭和46年生まれ

管理栄養士
宇佐波 佑子
昭和58年生まれ

医師
中安 一夫
昭和58年生まれ

2018年度より一般・地域
包括ケア病棟センター長に
赴任し、忙しくも日々充実
した毎日を過ごしておりま
す。今年は年男です。体調
管理に気をつけながら、今
後も在宅や外来からの入院
依頼がより円滑に進むよう
頑張って調整していければ
と思います。今後ともよろ
しくお願いします。

もうすぐ入社4年目を迎え
ようとしています。
戦力になれるよう、新たな
業務にも挑戦し、日々成長
できるように頑張ります。
まだまだ勉強不足の私です
が、まっすぐ前を向いて、
患者様のため、頴田病院の
ために突進していきたいと
思います。

頴田病院に入職してから、
6年半が経ちます。
これまで以上にコミュニ
ケーションを大切にし、微
力ながらみなさんの力にな
れるよう今年も精いっぱい
頑張りたいと思います。

疲れ様です。頴田の曲者、
OT井手です。
今年は、年男ということで、
い（亥）の一番に公私とも
に目標を立てて、目標達成
に向かって猪突猛進で頑
張って行こうかと思います。
今年もよろしくお願いしま
す。

作業療法士
井手 正太
昭和58年生まれ

作業療法士
小田 保乃香
平成7年生まれ

薬剤部助手
橋本 千鶴
昭和34年生まれ

頴田町立病院より微力なが
らみな様に支えられ、はや
10数年。頴田病院も10周
年を迎えられ、平成も残す
所あとわずかになりました。
今年、年女。悲しいかな還
暦。老体に負けず、これか
らも頑張りたいと思います。
よろしくお願い致します。

2回目の年女です☆
今年の干支にちなんで、も
ののけ姫の乙事主のように
どっしり構えて、病院と家
庭で自分の役割をしっかり
こなして、色々なことに取
り組みたいと思います。
今年もよりよろしくお願い
します。

今年も頴田病院職員一同、
精一杯頑張ります。

宜しくお願い致します。

他 10名
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腰痛予防～介護予防の観点から～

皆さんは介護予防という言葉をご存知でしょうか？「要介護状態の発生をできる限り防ぐ
(遅らせる)こと、そして要介護状態にあってもその悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽
減を目指すこと」です。
いつまでも元気でいることで、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取り組みが可能

となり、それぞれの生活の質(QOL)を高めようとする取り組みです。
限りある時間やお金を病気・怪我の治療に充てるよりも、自分の楽しみや家族のために使え
るのは素晴らしいことですよね。
今回は日本人の80％が経験するとも言われている腰痛についてお話します。

●安静は世界の非常識！？
腰痛に限らず「痛みがあるときは安静にした方がいい」

というイメージがありませんか？
世界的にみるとこのイメージが非常識に思われてしまう

かもしれません。世界各国では「腰痛があってもできるだけ
生活や仕事を続ける、安静は最小限にするべき」という考えが根付いているようです。
実際にオーストラリアでは安静を最小限にして早期から普段の生活や運動を開始すること

で、腰痛軽減したとの報告があります。また、病院受診の機会も減少するため医療費の削減
に繋がっているというデータも出ているようです。

●体操で腰痛予防しましょう
過度な安静は全身の筋力低下を招き腰痛が悪化する原因になりえます。他の部位の痛みも出

てしまうかもしれません。腰痛は自分で予防していくことが重要です。寝た状態でもできる簡
単な体操から始めてみてはいかがでしょうか。

①息を吐きながらお尻を5秒間持ち上げましょう
②身体と足が平行になるところまでお尻を持ち上げましょう
③足や太ももではなく、お尻に力を入れましょう

④息を吐きながら、片足を抱えて膝を肩に
近づけるようにして、20秒間止めましょう

⑤もう片方の足を同じようにしてください
⑥お腹の力を抜いて、お尻や腰が伸びるようにしましょう

⑦大きく息を吸いながら背中を丸めましょう
⑧息を吐きながら背中を反るようにしましょう
⑨腰はあまり動かさずに胸の部分をしっかり動かしましょう
※①～⑨までを10回繰り返しましょう

リハビリテーション部 理学療法士 高橋 遼

【運動を行う際の注意点】
この運動で痛みが増すときは速やかに中止して、
診察の際に医師にご相談ください。
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時事通信『風疹について』
今回のお話は最近ニュースでもよく取り上げられている「風疹」についてです。国立感染症研究所の報告1)では、2018

年12月5日現在で累計報告数は2,454人で、10年前から現行の統計を取り始めて2番目の多さで話題になっています。

風疹は、ウイルスが原因の病気で、くしゃみや咳、接触によって感染します。感染していても症状がでないこともあれば、

風邪に似た症状や脳炎と症状は幅広いです。大人の方が子供より高熱や発疹が長く続くなど症状が重くなる傾向にあります。

一般的な風邪と一緒で根本的にウイルスを退治する治療はありません。症状を和らげる治療を行いながら、身体に備わった

免疫という力によって治っていくのを待つ必要があります。予防に関して大事なことは、一般的な手洗い、うがい、そして

風疹ワクチン（予防接種）です。

風疹に伴う最大の問題は、風疹の免疫がついていない、特に妊娠20週までの妊婦さんが感染すると、お腹の赤ちゃんにも

感染し、先天性風疹症候群（心疾患、難聴、白内障、色素性網膜症など）といわれる障害を引き起こす可能性があるという

ことです。これは女性だけの問題ではありません。流行の中心となっているのは、子供の頃にワクチンの定期接種の機会が

なかった39歳から56歳(平成30年12月現在)の男性です。ウイルスに感染していても症状がでないことがあるので、気づ

かないうちに周りに感染させていることがあります。

最近の流行を受けて、2018年12月11日厚生労働省は、この世代の男性を対象に、来年からおよそ3年間にわたり予防

接種を原則無料とすることを発表しています。まずは十分な免疫があるか抗体検査を受けてもらい、免疫がないことがわ

かった場合にワクチンを接種する方針です。みなさま、この機会に風疹の抗体検査やワクチンについて頴田病院の医師にご

相談ください。 家庭医 桑原 宏輔参考）1)国立感染症研究所ホームページ
厚生労働省HP 感染症・予防接種情報「風疹について」

【風疹抗体検査、風疹ワクチンの費用助成制度について】
風疹はワクチンによって感染の拡大を予防することのできる病気です。

「①風疹抗体検査」を行い、抗体価が低ければ「②風疹ワクチン接種（予防接種）」を行いましょう。
国の方針で、今後、助成の対象者は広がる予定ですが、2019年1月4日現在の近隣の市町村の助成は以下の

表のとおりです。自費での接種も受け付けていますので気軽にご相談ください。
＜ワクチン接種率の低い年代＞ 男性；28歳〜（1990年4月1日より前の生まれ）

女性：28歳〜39歳（1979年4月2日〜1990年4月1日生まれ）
①「風疹抗体検査」の助成 （福岡県による）
・対象者は自己負担なし
・妊娠希望者（妊婦は除く） ・妊娠希望者及び妊婦の配偶者（パートナーを含む）と同居者

※風疹の抗体検査をしたことのある方、既感染者、予防接種歴のある方は除く

②「風疹ワクチン接種」の助成 （各市町村による）
飯塚市 福智町 直方市 小竹町

対象者 飯塚市在住の20歳以上の男女で 平成2年4月2日以降生まれの男女 ※現在は助成なし ※現在は助成なし

抗体検査で抗体価が低い方 麻疹風疹ワクチンを2回受けていない方

女性：妊娠を希望する方

　　　妊娠の可能性が高い方

男性：妊婦の配偶者、パートナー

助成額 一律6000円 自己負担なし 助成なし 助成なし

自己負担

　MRワクチン　3796円

　風疹単抗原ワクチン　296円

実施期間 至2019年3月31日 至2019年3月31日 未定 未定

接種手順 直接病院で接種可 ※まず下記にご連絡ください。

※持参物　風疹抗体検査結果 　接種歴を確認します。

　本人確認書類（免許証など）

　男性は妊婦の母子健康手帳

問合せ先 市民協働部健幸・スポーツ課保健センター係 保健課保健係 こども育成課母子保健係　健康対策係(保健センター)

0948-24-4002 0947-28-9500 0949-25-2114  09496-2-1864

※助成未実施の自治体も、今後実施する可能性がありますので、各問い合わせ先にご連絡ください。 ＊2019年1月4日現在

※実施期間は今年度のものです。来年度も継続されるかは各自治体にご確認ください。
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【診療担当表】※2019年1月15日現在

月 火 水 木 金 土

総
合
診
療
科(

午
前)

初診

吉田
桑原
北野
堀田

西園
堀之内
桑原
堀田

金
井上
宮崎
福谷

中安(吉田)
上野
福谷
松本

茂木
木安
宮崎

奇週:桑原
偶週:堀田

当番制
(午前)

再診
(予約)

安田
武末
長谷川

吉田
長末
渡部
北野

茂木
松本
木村

金
赤岩
中邑

井村
小田
渡邊

大杉(月1)

(

午
後)

総
合
診
療
科

初診 赤岩 吉永/松本 堀之内 小田
奇週:福谷
偶週:桑原

再診
(予約)

本田
深町

(15:30まで)
本田 本田 -

小児科

午前 家庭医 家庭医 家庭医 家庭医 家庭医

午後 赤岩
松本

近藤(月１)
堀之内

小田
一ノ瀬(要予約)

奇週:福谷
偶週:桑原

ワクチン
(午後)

北野
（金）

- -
桑原

（中安）
-

外科 家庭医 家庭医 家庭医 家庭医 家庭医

予
約
外
来

整形外科
(14:30～
16:30)

-
非常勤医
※紹介制

- -
非常勤医
※紹介制

内視鏡
（予約）

- 茂木
（上部のみ/午前）

- - 木村(午後)

甲状腺
(第2水曜:午前)

- - 萬代 - -

眼科
（午後）

- - 山中 - -

耳鼻咽喉科
（午前）

- - - - 非常勤医

禁煙外来
北野

(午前)
- -

桑原
(午後)

-

婦人科
（午後）

- - -
松岡
北野

-

＊診療時間＊
・午前： 8：30～11：30（月～土）
・午後：14：00～16：30（月～金）

＊休診＊
・土曜（午後）、日曜、祝日、年末年始

＊お問い合わせ＊

医療法人博愛会 頴田病院
〒820-1114
福岡県飯塚市口原1061番地1
TEL 09496-2-2131（代表）
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中学生へ性教育授業を行いました！

子育て支援講演会を行いました！
秋も暮れかかる11月に、鯰田はつどいの広場いいづかにて、飯塚市ファミリー・サポート・

センター事業（通称ファミサポ）の子育て支援講演をしてまいりました。参加者は育児の支援

を受けたい“お願い会員”と、育児の援助を行いたい“まかせて会員”、そして災害時には小

児避難者の支援も行う自衛隊飯塚駐屯地隊員の皆様、12名ほどでした。

小児の怪我では特に誤飲について予防と対処法を、急病についてはトリアージ（重症度・緊

急度に従って治療の優先順を付けること）の方法について説明し、皆さま大変熱心に質問など

してくださいました。

本講演は夏に続き2回目で、今後も会員の皆様が小児の傷病対応について知り、地域で安心

して育児支援を行なって頂けるよう我々も頑張っていきます。 家庭医 吉田 伸

今回、庄内中学校の1年生80名に対して性教育の授業を行う機会を頂きましたのでご報告い

たします。事前に養護教員の先生と打ち合わせを行い、「生徒たちは保健の授業でからだの仕

組み、受精の仕組みなどについては学ぶけれど性交渉のリスクについて知らないかもしれな

い」という課題がありました。それを受け、若年妊娠の問題を扱ったドラマの話題や、実際に

今自分たちが父親・母親になったら何に困るだろうか想像して話し合うワークを取り入れ、他

人事として学ぶのではなく当事者意識を持ってもらえるよう工夫しました。生徒たちの積極性

にも助けられワークでは活発に意見が出てきて盛り上がりました。事前・事後の性教育に関す

るアンケートを比べると「今回のテーマは自分に関係があることだと思う」という項目は授業

後に大きく上がっていました。

今後も地域の方々と病院外でも継続して繋がりをもち、私たちの健康に関して自由にお話で

きる場を増やしていきたいと思っています。ご興味を持って頂けた方は、お気軽にお問い合わ

せや講演のご依頼など頂けますと幸いです。 家庭医 渡邊 功


